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企画概要

企画名

実施日時

実施場所

主催

共催

後援

コース監修

別所温泉駅伝
⾧野大学生からの挑戦状
～⾧大生 100 人 VS 別所線～

令和3年7月7日（15時～17時）

上田電鉄別所線沿線

別所温泉駅伝実行委員会

上田電鉄株式会社

上田ブランド研究所
別所温泉観光協会

別所線と走ろう実行委員会

企画概要

⾧大生と別所線による対決を行います。
上田駅を⾧野大学生と、電鉄が同時に出発します。
⾧野大学生は、上田駅から スタートし、
ゴールの別所温泉駅を目指します。
別所温泉駅に先に到着した方が勝ちの対決です。
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企画経緯

〈3 月 28 日〉
⾧野大学の鉄道同好会である植田は

別所線の架け橋プロジェクトを行った。

〈6月17日〉
架け橋プロジェクトを行った際、

植田が別所線が
100 周年を迎える事を知る。

〈4月24日〉
100周年にイベントを行いたいと

植田から今西に
相談を受ける。

〈5月12日〉
第一回実行委員会meeting

企画趣旨
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私たち⾧野大学生にとってとても身近な公共交通である別所線が、2021年6

月17日に100周年を迎えました。

台風19号の影響で落下してしまった赤い鉄橋の復活を記念して、2021年3

月28日に行われた別所線架け橋プロジェクトでは、多くの上田市民、鉄道

ファンが集まりましたが、その反応を見ると、多くの上田市民は別所線が

100周年である事を知らないのではないかと感じました。

地域協働を掲げている私たち⾧野大学生として、上田市民が別所線100周年

を知らない事に危機感を覚えました。そこで、上田地域で100年間、活躍し

ている別所線の存在価値を伝えるため、学生として、話題性のある100周年

記念イベントを行いたいと考え、別所線の電車と競争するイベントを企画し

ました。



別所温泉駅伝実行委員会

当イベントは、以下のメンバーで構成する⾧野大学生の学生有志団体である。
別所温泉駅伝実行委員会が企画立案、企画実施を行った。

実行委員会⾧：
今西健太、植田晃弘（共同代表）

実行委員：
河野光佑、遠藤楓斗、藏田大和、佐藤芽生、佐藤陸生、田村星名、古澤美百合
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実施目的

今回のイベントの開催趣旨は

「別所線の 100周年をお祝いし、上田市民に知ってもらう」

このイベントにおいて、当日に“祝う“事のみを目標 に設定してしまうと、
本イベント後、地域と別所線の関係に変化はありません。
一方、本イベントの目的を祝う事と、別所線 100周年を
地域住民に知ってもらう事に設定すると、本イベントを通して、
地域住民に別所線は地域の財産であると感じてもらうきっかけ作りの
役割を本イベントで果たすことが出来ると考えられます。

関係者図



企画収支、備品

収入 支出

内容 相手先 金額 備考 費目 支出先 金額 備考

個人カンパ

上田東ロータ
リークラブ

5,000
別所線一日フ
リーきっぷ代金

上田電鉄 23,850

熊谷圭介 10,000
ボランティア行
事用保険

（社福）全国社会福
祉協議会

12,600

久保木匡介 5,000 ビニール袋 ダイソー 220

松下重雄 5,000 マウスシールド アマゾン 5,401

相川陽一 1,000
原付スマホホル
ダー

アマゾン 1,700

塚瀬進 1,000 ポスター印刷費
ファミリーマート上
田下之郷店

500

小林一博 1,000 無地タスキ アマゾン 770

中村英三 10,000 無地タスキ
ドン・キホーテ上田
店

767

三脚 柳町屋 ０

計 38,000 計 45,808

差額 7,808
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参加者特典

景品 協力者 備考

別所線一日フリーきっぷ代金 上田電鉄

あいそめの湯入浴券 上田電鉄

真田レッドアップルジュース 柳町屋

緑茶 柳町屋

厄除け饅頭 鎌原まんじゅう

別所温泉外湯チケット 上田電鉄

日本酒 上田電鉄
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お礼状

○○様 

 

拝啓、夏の兆しが感じられる清々しい向夏の折、皆様におかれましてはご健勝のことと拝

察いたします。 

この度は、別所温泉駅伝の企画においてご支援いただき、誠にありがとうございます。 

私どもの活動にご理解、ご協力いただきましたご厚意に委員会一同、深く感謝しております。 

○○様はじめ多くの方々のご期待に沿えるよう本企画を成功させ、上田市の発展の一助に

なるよう、邁進致す所存でございます。今後とも、どうか末永いお力添えを頂きますよう宜

しくお願い申し上げます。 

 

別所温泉駅伝実行委員会委員長 今西健太 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

領収証 

           様 

 

別所温泉駅伝の支援金として 

 

                          円 

 

領収いたしました。 

 

 

  年   月   日 

別所温泉駅伝実行委員会 



プレスリリース
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ルール

走者は、以下のルールに従い行った。

①引継ぎ方法

②走行時

③走行後

④当日欠員

・次の走者が走り出すタイミングは、
2～3メートル離れたところで「はい！」といい、
掛け声が聞こえたらスタートする。

・横断歩道、踏切がある場所では、信号、踏切の手前
側で声掛けを行い、次の走者がスタートする。

・走者は、事前に指定したルールを走行する。
（※左右どちらの歩道を走るか指定あり。）

・路上の点字ブロックの上は走行しない。

・次の走者が走り終えるまで、
事故等が発生しないか後方から目視で確認する。

・後方より、撮影者、救護班が走行するため、
走行後は、道の両端に避ける。

・当日参加者に欠員が発生した場合は、
前後の参加者が二区間走行する。

・欠員が10人以上発生した場合、
実行委員が自転車で複数区間を走行する。

※事前の調査で、実行委員が自転車で走行した結果、
100ｍ15.0sであった。
19歳の50ｍ走の平均が7.40ｓであり、
実行委員の自転車＝15.0s＜（19歳の50ｍ走の平均）×2＝14.8
となり、自転車でも速度は速くなることはなかったので、
当日10名以上欠員が発生した場合、自転車の使用する。
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安全対策

本イベントは道路交通法を遵守し、以下の事を行った。
〈救護班の用意〉

１．走者の後ろに自転車または、原動機付自転車で走者の後ろ（車道）を並走し、
緊急時には、後方の実行委員会本部に連絡する。

２．実行委員会本部は車で5分以内に走行地点へ駆けつける事が可能な距離に配置する。
緊急時には、現場に駆け付け、対応を行う。

〈歩行者への注意、声掛け〉
１．次の走者は、自分の走る一つ前の区間にいる歩行者へ声掛け、注意喚起を行う。

２．１.でも気付かなかった歩行者に対しては、走者の後ろを並走している救護班が声掛けを行う。

〈走行ルート〉
１．当日、実際に走る走行ルートは、事前に実行委員会で下見を行い、危険な場所は、避ける。
２．走行ルート、待機場所は事前に参加者（走者）に予め連絡し、事前に決めた走行ルートを守る

３．危険性がある場所に関しては、予め、その周辺に人員を配置する

〈撮影者〉
本イベントでは、記録用として、走者の後ろに自転車または、

原動機付自転車で走者の後ろ（車道）を並走し動画撮影を行う。動画撮影は以下の事に留意する。
１．動画撮影時は、道路交通法を遵守し、危険性がないように撮影を行う。
２．事故が発生した場合、撮影した動画を警察署等へ情報提供を行う。

〈保険〉
当日は、イベント保険に加入する。

〈その他、走行中以外での緊急時に関して〉
その他、やむを得ない緊急時（走行ルート付近での事故）が起こった際は実行委員会本部に連絡する。
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感染症対策

当日は、以下の内容を、参加者、関係者に対して連絡し、
感染症対策を徹底して行う。

保険

当日は、以下の保険に加入しイベントを行う。

詳細

保険名：ボランティア行事用保険
保険適用日：7月7日
適用者：イベント主催者及び、参加者
保険料：126円×100人＝12,600円
申し込み先：社会福祉法人全国社会福祉協議会
その他詳細： https://www.fukushihoken.co.jp

・当日は、検温を行い、平熱より、1℃以上高い場合は参加しない。

・参加者は、走行時はフェイスシールドを使用し、走行時以外は、常時マスクを着用する。

・イベントの前後でアルコール消毒を行う。

・イベント内では、飲食を行わない。

・3密（密集、密接、密室）の対策を徹底する。

・イベント実施中に参加者及びスタッフに体調不良を確認した場合には、
参加を取りやめ医療機関へ搬送する。

・参加者、関係者への連絡先を事前に聞き、
万が一参加者内から感染者が出た際に連絡を取れるようにしておく。

・スタート地点、ゴール地点では、対人間隔を2メートル以上空ける。
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保険



コース

【全体図】

※総走行距離10.7㎞
別所線総距離11.7㎞

【安全誘導員配置】
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走者配置

上田駅
～

寺下駅

寺下駅
～

舞田駅

舞田駅
～

別所温泉駅

【区間】
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走行区間①

学籍番号 区間 選手番号 氏名

T19015 上田駅エリア A-1 今西健太

T21033 上田駅エリア A-2 小林梨花

F21099 上田駅エリア A-3 竹田愛梨

F21015 上田駅エリア A-4 上野未来

T21046 上田駅エリア A-5 杉山采佳

J20011 上田駅エリア A-6 海老原稜大

T20023 城下駅エリア B-1 河合慧人

T20049 城下駅エリア B-2 髙城一馬

J21057 城下駅エリア B-3
チャングェン
ニャットナム

T20017 城下駅エリア B-4 ⾧田枝里子

T21013 城下駅エリア B-5 臼杵大瑛

F20048 城下駅エリア B-6 小谷健人

T20046 三好町駅エリア C-1 白石楓美

T20019 三好町駅エリア C-2 粕谷有里

t20053 三好町駅エリア C-3 高山毅之

J20065 三好町駅エリア C-4 中村駿一

F21154 三好町駅エリア C-5 山口倫輝

T20092 三好町駅エリア C-6 山川紗奈

T20091 赤坂上駅エリア D-1 盛田美生

T20058 赤坂上駅エリア D-2 田村星名

T20040 赤坂上駅エリア D-3 佐藤伯香

T21010 赤坂上駅エリア D-4 今井海桜樹

T21007 赤坂上駅エリア D-5 石川弦太

F21047 赤坂上駅エリア D-6 後藤大武
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走行区間②

T20094 上田原駅エリア E-1 若月耀
F20002 上田原駅エリア E-2 新井翔大
T19063 上田原駅エリア E-3 中元隆章
T21097 上田原駅エリア E-4 横江竜
t20006 上田原駅エリア E-5 石田 俊介
t21077 ツルヤ神畑エリア F-1 保坂萌
T21065 ツルヤ神畑エリア F-2 戸澤伴栄
F18057 ツルヤ神畑エリア F-3 小松蒼輝
F20087 ツルヤ神畑エリア F-4 玉邑宥都
T20080 ツルヤ神畑エリア F-5 細川駿人
T19029 ツルヤ神畑エリア F-6 河野光佑
t21061 ツルヤ神畑エリア F-7 立子山新太
j21080 神畑駅エリア G-1 箕輪実寛
F21064 神畑駅エリア G-2 笹沼聖大
F21049 神畑駅エリア G-3 小林健丈
F20143 神畑駅エリア G-4 吉田天瑠
Ｔ21086 神畑駅エリア G-5 宮坂尚樹
j20071 神畑駅エリア G-6 根本千尋
T20032 神畑駅エリア G-7 後藤明日香

T20072
セブンイレブン上
田小島エリア

H-1 半戸菜月

j18100
セブンイレブン上
田小島エリア

H-2 吉塚大輝

J21028
セブンイレブン上
田小島エリア

H-3 黒田蒼士

j20038
セブンイレブン上
田小島エリア

H-4 近藤涼花

T20063
セブンイレブン上
田小島エリア

H-5 友坂美結

T20087
セブンイレブン上
田小島エリア

H-6 宮澤美穂

学籍番号 区間 選手番号 氏名
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走行区間③

学籍番号 区間 選手番号 氏名

T21066
セブンイレブン上田
小島エリア

H-7 豊田萌

T21032 ツルヤ塩田エリア I-1 小林彩希
T21094 ツルヤ塩田エリア I-2 山﨑りある
F20046 ツルヤ塩田エリア I-3 小島大知
J21010 ツルヤ塩田エリア I-4 入月龍輝
T20009 ツルヤ塩田エリア I-5 遠藤楓斗
T20010 ツルヤ塩田エリア I-6 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-1 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-2 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-3 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-4 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-5 遠藤楓斗

T20010
ファミリーマート上
田保野エリア

J-6 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-1 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-2 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-3 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-4 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-5 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-6 遠藤楓斗

T20010 パン屋麦の笑エリア K-7 遠藤楓斗

T20041 舞田駅エリア１ L-1 佐藤芽生
F20009 舞田駅エリア１ L-2 井出康太
F21072 舞田駅エリア１ L-3 渋谷菜々花
J20039 舞田駅エリア１ L-4 佐伯南奈
J20016 舞田駅エリア１ L-5 大村翼
T20075 舞田駅エリア１ L-6 福澤輝幸
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走行区間④

T21073 舞田駅エリア１ L-7 平林舞宙

T21035 舞田駅エリア２ M-1 小山瑞貴

J21034 舞田駅エリア２ M-2 小山友也

J20058 舞田駅エリア２ M-3 鶴田和也

J21049 舞田駅エリア２ M-4 曽根海享

J21053 舞田駅エリア２ M-5 田口来渡

J21073 舞田駅エリア２ M-6 増田彩花

T18064 舞田駅エリア２ M-7 高畑駿樹

T18064 舞田駅エリア２ M-8 高畑駿樹

T21051 八木沢駅エリア N-1 関琢磨

T19014 八木沢駅エリア N-2 今井結貴

T20013 八木沢駅エリア N-3 大塚紗子

T21026 八木沢駅エリア N-4 久保田楓果

T21067 八木沢駅エリア N-5 西山湧斗

T20039 八木沢駅エリア N-6 佐藤赳斗

F20142 八木沢駅エリア N-7 吉田峻

F20142 八木沢駅エリア N-8 吉田峻

F19147 別所温泉駅エリア O-1 依田百萌

T19016 別所温泉駅エリア O-2 芋川史貴

T19016 別所温泉駅エリア O-3 芋川史貴

T19099 別所温泉駅エリア O-4 渡辺真央

T19099 別所温泉駅エリア O-5 渡辺真央

T19061 別所温泉駅エリア O-6 鳥居真至

T19017 別所温泉駅エリア O-7 植田晃弘

T19017 別所温泉駅エリア O-8 植田晃弘

学籍番号 区間 選手番号 氏名
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当日のタイムスケジュール
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報道成果

信州民報 東信ジャーナル

信濃毎日新聞

その他

SBC信越放送
NHK
UCV
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当日風景
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当日風景
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事後活動

①サイト作成
（上田ブランド研究所HP内）

URL：https://u-brand.jp/project/bessyoonsen-ekiden

②動画作成
URL：https://www.youtube.com/watch?v=N454u9zHlwU

③選手名鑑
URL：https://u-brand.jp/project/bessyoonsen-ekiden/player
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実行委員会 感想

〈植田晃弘〉
構想から2か月少々、のべ100人の参加者を無事故でオペレーションしきった
のは、もはや奇跡だと思います。これも実行委員の皆さんのおかげです。参
加者の皆さんも全力で走ってくださり、見ていて感動しました。当日応援し
てくださった沿線住民の方や後援団体の皆さんも、本当にありがとうござい
ました。この大学生と地域の絆を是非とも引き継いでいってもらいたいと今
は感じています。

〈今西健太〉
初めて今回の企画を相談されたときは、100周年まで2カ月もなく、１からメ
ンバーを集めなければならない、企画の準備をしている中でも、コロナ対策
をしなければいけないであったり、課題や問題点は、山のようにありました。
そんな中、約2カ月でこんなにも面白い企画が出来た事、当日も事故なく終え
たという経験は今後の今西健太自身の財産であり、こんな楽しいことが出来
る機会は、何度もないと思います。こんなイベントを行えたのは、関係者の
皆様のおかげです。本当にありがとうございました。
また、この様なイベントを後輩の⾧大生また開催していただけることを楽し
みにしています。

〈河野光佑〉
別所線100周年の機会に何かできることはないか。
その思いから始まった、今回の別所温泉駅伝は、関係する方々のお力添えに
よって達成することが出来ました。皆様、この度はありがとうございました。
走行時は天候にも恵まれ、約100人でリレーを繋ぐ際には、まるで未来へと
バトンを渡しているように感じました。今回、実行委員として動く中で、未
来へとつながる役割を果たせていたら幸いです。

〈遠藤楓斗〉
大学生だからこそできたこの企画を大成功におさめることが出来たことに感
謝しかないです。
実行委員会の皆さんと参加者の皆さんとご協力頂いた各種団体の皆様あって
のこの企画。最高の思い出を作ることが出来ました。

〈佐藤芽生〉
集まったのが一ヶ月前。当日まで全力で駆け抜けた日々でした。準備してい
る間は毎日時間に追われ焦りもあり会議が激しく進む日もありました。です
が、日に日にチームとして団結力が生まれ当日電車に勝つというまさかの展
開を迎え、嬉しかったです。協力してくださった学生の方、地域の方、先生
そして、上田電鉄別所線の皆さんにこの場を借りてお礼申し上げます。
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実行委員会感想

〈田村星名〉
実行委員で知恵や力を振り絞り、フルパワーでやり切った2ヶ月でした。正直、
当日のあの瞬間まで勝てるかどうか、不安とドキドキでいっぱいでしたが、
勝つことができて本当に嬉しかったです。
協力してくださった学生の方々を始め、地域の方、先生方、そして上田電鉄
の皆様に心より感謝申し上げます。かけがえのない経験をありがとうござい
ました。

〈藏田大和〉
この企画に携われたことはいい経験になりました。とても感謝しています。
また、この企画が最高の形で迎えられたのも、参加者の皆様と各種団体の皆
様のご協力のおかげです。本当にありがとうございました。

〈古澤美百合〉
当日まで約2か月間、企画を成功させるために必死に考え行動する日々でした。
結果として僅差で電車に勝つという展開を迎えることが出来、とても嬉し
かったです。
このように企画を大成功に収めることが出来たのは、参加してくださった学
生の方々を始め、地域の方、先生方、後援団体の皆さんのご協力のおかげで
す。本当にありがとうございました。

〈佐藤陸生〉
6月末頃から急遽参加することになったこの企画。最初はこの企画
の趣旨を理解する事で精一杯でした。しかし、遅れて加入したか
らには今の自分は何をすることができるのかを考え、少しでも皆
さんの力になりたいと思い、奮闘した2週間でした。私にとってこ
の企画は、かけがえのない経験になりました。
何も分からない私を温かく受け入れて下さった実行委員会の皆様
方、この企画に参加して下さった学生様方、上田電鉄様を始めと
した地域の皆様方の多大なるご協力を心より感謝申し上げます。
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まとめ

ぎりぎり

結果

本イベントでは、当初の開催目的であった
「別所線100周年を多くの⾧野大学生及び、上田地域の人に知ってもらう。」

という目的に対して、

①参加希望者を100人以上集める事が出来た。

②報道各社に取り上げてもらえた。

③⾧野大学構内にポスターを掲載、
全ての⾧大生にポータルサイトで情報を発信できた。

③中村学⾧はじめ多くの教授にご支援をもらえた。

以上の事から当初の目的を達成できたと言える。

①参加希望者を100人以上集める事が出来た。

②報道各社に取り上げてもらえた。

③⾧野大学構内にポスターを掲載、

④全ての⾧大生にポータルサイトで情報を発信できた。

⑤中村学⾧はじめ多くの教授にご支援をもらえた。

※8月12日 勝利宣言の様子（上田電鉄株式会社に実施報告）



26

最後に

本イベントは、これにて終了とし、実行委員会も解散になります。

このイベントは、元々「バカみたいな面白い事をしたい」という今西健太、

植田晃弘の一言で集められた実行委員会によって作り上げたイベントです。

イベントを準備する中で新型コロナウイルスの影響で本来、６月16日に開

催する予定が延期せざるを得ないなどの緊急事態も多々ありましたが、無

事開催し、無事故で終える事が出来ました。

今回、この様にイベントを開催出来たのも、延べ100名を超える参加希望

の学生の方々、イベントの開催に向け、尽力いただいた大人の方々のご協

力があったからです。

本イベントに関わってくださった皆様、本当にありがとうございました。

別所温泉駅伝実行委員会一同


